2018年10月4回 放射能測定結果 2018年10月8日
安心して生協の品物をご利用いただく上の参考情報を提供しております。
検査はサンプルを選んで実施します。（自然派くらぶ生協 放射能測定検査）
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（測定器ガンマ線メーターLB2045）
（測定下限値について）
（放射性セシウムは 1～ 10ベクレル/1kgの範囲で測定します。）
品 名
産地
加工・パック・販売者など
賞味期限、入荷日など 検査日
セシウム134
セシウム137
桜たまご
あきる野市
山下養鶏場 2018.9.19採卵
2018.10.3賞味期限
2018年9月21日
検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
静岡県
鶏愛卵土平飼たまご
(有)伊豆鶏業 2018.9.3採卵
2018.9.17賞味期限
2018年9月13日
検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
十勝牛乳
㈱よつ葉乳業
2018.10.9賞味期限
2018年10月4日
検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
北海道
福島県
酪農家限定牛乳
郡山市 ㈱酪王牛乳
2018.10.12賞味期限 2018年10月3日
検出せず（＜1） 検出せず（＜2）
生乳たっぷり飲むﾖｰｸﾞﾙﾄ
福島県
郡山市 ㈱酪王牛乳
2018.6.12賞味期限
2018年6月5日
検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
千葉県
八千代牛乳
北部酪農
製造2018.10.26
2018.10.3賞味期限
2018年10月4日
検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
枕崎 牛すじ
福岡県
遠賀町 ㈱福永産業
2018.7.18賞味期限
2018年6月29日
検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
国産豚肩ﾛｰｽｽﾗｲｽ
神奈川県
愛川町 （有）中津ミート
2018.4.1賞味期限
2018年4月2日
検出せず（＜4） 検出せず（＜4）
自然派の食パン6枚切
国産麦
八王子市(有)アイグラン8.9製造
2018.8.11賞味期限
2018年8月11日
検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
うどん（北海道小麦含む）
国内産確定
所沢市 (有)三上製麺
2019.8.9賞味期限
2018年9月28日
検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
減塩みそ 国産大豆
長野県
諏訪市 ㈱ 丸高蔵
2018.10.10賞味期限 2018年10月5日
検出せず（＜2） 検出せず（＜4）
キッコーゴ丸大豆しょうゆ
あきる野市
山田 近藤醸造株式会社
2020.1.16賞味期限
2018年4月18日
検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
大江戸せいろ蒸し小粒納豆
国産大豆
青梅市 (有)菅谷食品
2018.9.26賞味期限
2018年9月25日
検出せず（＜4） 検出せず（＜3）
丸和の油揚げ 3枚入り №15 千葉県
丸和食品㈱6月20日製造成田市
2018.6.25消費期限
2018年6月25日
検出せず（＜5） 検出せず（＜6）
きざみ揚げ
冷凍
国産大豆
丸和食品㈱2018.9.22製造
2019.5.19賞味期限
2018年10月2日
検出せず（＜4） 検出せず（＜3）
なめらか濃いきぬ
あきる野市
（有）豆匠たかち
2018.10.5消費期限
2018年10月2日
検出せず（＜1） 検出せず（＜4）
かぼす 300g3～4玉
埼玉県
埼玉県産直協同
2018.9.18入荷
2018年9月21日
検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
福島県
もも（川中島・ゆうぞら等）
福島市大森産直ｾﾝﾀｰ
2018.9.12入荷
2018年9月12日
検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
マスカットぶどう
山梨県
八代有機グループ
2018.9.14入荷
2018年9月14日
検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
黄金桃
長野県
須坂市小河原町 吉池農園
2018.9.7入荷
2018年9月12日
検出せず（＜1） 検出せず（＜1）
梨 幸水
埼玉県
産直協同 渡辺祥克さん
2018.8.13入荷
2018年8月15日
検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
サンプルーン樹上完熟
長野県
佐久産直中澤袈裟信さん
2018.9.12入荷
2018年9月12日
検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
越さんのプルーン
長野県
須坂市本郷 越 吉廣さん
2014.9.2入荷
2018年9月7日
検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
りんご つがる
長野県
須坂市 ﾌﾙｰﾂﾗﾝﾄﾞ 越吉 廣さん
2018.8.23入荷
2018年8月23日
検出せず（＜4） 検出せず（＜4）
ぶどう 巨峰
山梨県
南アルプス市
2018.8.21入荷
2018年8月22日
検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
桃
山梨県
八代有機グループ
2018.8.9入荷
2018年8月9日
検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
もも 2個
和歌山県
紀ノ川農協
2018.7.13入荷
2018年7月25日
検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
ラフランス（洋なし）
山形県
天童果実同志会
2017.12.20入荷
2017年12月20日
検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
パプリカ (黄）
山形県
遊佐町 高橋良彰、洸太さん(親子） 2018.9.12入荷
2018年9月12日
検出せず（＜1） 検出せず（＜3）
パプリカ (赤）
山形県
遊佐町 高橋良彰、洸太さん(親子） 2018.9.3入荷
2018年9月7日
検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
かぶとり なめこ
長野県
木島平村穂高 ㈱みらい
2018.9.12入荷
2018年9月14日
検出せず（＜1） 検出せず（＜5）
（菌床栽培） まいたけ
茨城県
県西産直 諏訪信雄さん
2018.9.20入荷
2018年9月20日
検出せず（＜4） 検出せず（＜3）
（菌床栽培） しいたけ
茨城県
県西産直 諏訪信雄さん
2018.9.20入荷
2018年9月20日
検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
だいこん
群馬県
㈱野菜くらぶ
2018.9.18入荷
2018年9月19日
検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
じゃがいも
八王子市
小比企町 中西伸夫さん
2018.9.7入荷
2018年9月14日
検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
長芋
茨城県
（農業法人）マルツボ
2018.9.12入荷
2018年9月14日
検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
なす
茨城県
県西産直 瀬崎克美さん
2018.8.20入荷
2018年8月20日
検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
ピーマン（野菜セット）
茨城県
県西産直センター
2018.8.6入荷
2018年8月6日
検出せず（＜6） 検出せず（＜3）
なす 3個
埼玉県
埼玉県産直協同
2018.9.27入荷
2018年9月27日
検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
ズッキーニ
長野県
ながの北信産直センター
2018.9.27入荷
2018年9月27日
検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
サラダ白菜
群馬県
㈱野菜くらぶ
2018.9.27入荷
2018年10月1日
検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
ブロッコリー
群馬県
㈱野菜くらぶ
2018.10.3入荷
2018年10月2日
検出せず（＜1） 検出せず（＜2）
ピーマン
埼玉県
埼玉県産直協同
2018.7.26入荷
2018年8月2日
検出せず（＜4） 検出せず（＜5）
ブルームきゅうり
埼玉県
埼玉産直センター
2018.10.5入荷
2018年10月5日
検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
緑豆もやし
埼玉県
深谷市 (有)飯塚商店
2018.9.14消費期限
2018年9月14日
検出せず（＜1） 検出せず（＜3）
有機ベビーケール
千葉県
千葉産直ｾﾝﾀｰ葉物部会
2018.9.27入荷
2018年9月27日
検出せず（＜2） 検出せず（＜4）
有機 ルッコラ
千葉産直ｾﾝﾀｰ葉物部会
2018.9.27入荷
2018年9月27日
検出せず（＜6） 検出せず（＜6）
千葉県
有機 パクチー
千葉県
産直センター葉物部会
2016.9.14入荷
2018年9月17日
検出せず（＜4） 検出せず（＜6）
みず菜
埼玉県
埼玉産直ｾﾝﾀｰ 並木暁さん
2018.10.2入荷
2018年10月2日
検出せず（＜1） 検出せず（＜4）
千葉県
有機栽培 小松菜
(公財）自然農法センター葉物部会
2018.7.27入荷
2018年8月3日
検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
県西のにんじん
茨城県
県西産直ｾﾝﾀｰ 堺利一さん
2018.7.17入荷
2018年7月18日
検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
佐々木、原田、諏訪部さん
自然乾燥にんにく
神奈川県
2018.9.12入荷
2018年9月14日
検出せず（＜4） 検出せず（＜1）
房総ニラ
千葉県
香取市 越川雅明さん
2018.7.5入荷
2018年7月6日
検出せず（＜4） 検出せず（＜5）
真あじ（下処理済）
千葉県
㈱千倉水産加工販売
2018.10.18賞味期限 2018年9月13日
検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
ぷりぷり冷凍かき
宮城県
石巻市まるたか水産
2018.11.15賞味期限 2018年9月13日
検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
小魚つみれ ﾀﾗ･ｻﾝﾏ･
金頭 宮城県 東松島市 ㈱高橋徳治商店
2018.12.14製造
2018年10月3日
検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
ぼたんちくわ
宮城県
東松島市 ㈱高橋徳治商店
2018.8.29賞味期限
2018年10月3日
検出せず（＜5） 検出せず（＜2）
いわしだんご
宮城県
㈱高橋徳治商店ﾎﾀﾃｴｷｽ・ｶﾂｵｴｷｽ等2019.3.27賞味期限
2018年10月3日
検出せず（＜4） 検出せず（＜2）
ひろうす（えびとしらす）
兵庫県
ﾌﾚｯｼｭﾌｰｽﾞ㈱2017.3.23製造
2019.3.23賞味期限
2018年10月3日
検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
ごぼうちぎり揚げ
宮城県
㈱高橋徳治商店
2018.11.6賞味期限
2018年10月3日
検出せず（＜4） 検出せず（＜5）
赤かれい切身
山陰沖浜坂
兵庫県 (有)山米
2018.9.4賞味期限
2018年10月3日
検出せず（＜1） 検出せず（＜5）
天然味付もずく（土佐酢）
沖縄県
㈱海産物のきむらや
2018.9.14賞味期限
2018年10月3日
検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
練り物バラエテｲーセット
宮城県
東松島市 高橋徳治商店
2018.4.5製造
2018年10月3日
検出せず（＜2） 検出せず（＜1）
四万十 生姜とえび佃煮
高知県
販売：㈱加用物産
2018.12.1賞味期限
2018年10月3日
検出せず（＜9） 検出せず（＜10）
煮干し魚類 かたくちいわし
千葉県
大網白里市 （有）かねの水産
2018.10.27賞味期限 2018年9月7日
検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
岩もずく
日本海北部
島根県 ㈱海産物のきむらや
2018.8.13賞味期限
2018年9月3日
検出せず（＜1） 検出せず（＜2）
氷温造り あじの南蛮漬
鳥取県
米子市 ㈱ダイマツ
2019.1.17賞味期限
2018年9月4日
検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
ふっくら開きあじ
山陰沖
米子市 ㈱ダイマツ
2018.11.16賞味期限 2018年7月26日
検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
かつお かれぶし削り節 砕片 静岡県
西伊豆町 カネサ鰹節商店
2018.7.26入荷
2018年7月27日
検出せず（＜7） 検出せず（＜1）
チルド おさかな ソーセージ 八王子市
製造：北野町 日本水産㈱
2018.9.4 賞味期限
2018年7月2日
検出せず（＜3） 検出せず（＜1）
焼きちくわ 魚のうまみ
宮城県
石巻市 ㈱カクト鈴木商店
2018.4.20賞味期限
2018年6月21日
検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
つまみ揚（野菜）2018.4.18製造 宮城県
東松島市㈱高橋徳治商店
2018.10.14賞味期限 2018年6月28日
検出せず（＜4） 検出せず（＜4）
赤いかのすり身
山陰沖浜坂
兵庫県 (有)山米
2018.7.27賞味期限
2018年6月28日
検出せず（＜5） 検出せず（＜5）
ＣＯＯＰ缶詰 いわし蒲焼
岩手県
岩手缶詰㈱ 盛岡工場
2020.12.21賞味期限 2018年5月21日
検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
活きあさり 水なしパック 増量 熊本県
販売：茨城県 ㈱塩屋
2018.5.18賞味期限
2018年5月18日
検出せず（＜6） 検出せず（＜5）
手造りしめ鯖 1枚
九州
川崎市 ㈱川崎北部 大林さん
2018.3.31賞味期限
2018年5月9日
検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
ねぎ揚げ （すけとうだら等）
宮城県
名取市 ㈱ささ圭
2018.8.5賞味期限
2018年5月10日
検出せず（＜6） 検出せず（＜2）
くずまんじゅう
北海道小豆
名古屋市 ㈱華桔梗（ﾊﾅｷｷｮｳ）
2018.7.26賞味期限
2018年3月30日
検出せず（＜2） 検出せず（＜4）
ココア カステラ
国産麦
豊島区 大興食品㈱
2018.7.18賞味期限
2018年9月10日
検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
ココア パンケーキ6枚入り
国産小麦
豊島区 大興食品㈱
2018.6.21賞味期限
2018年5月14日
検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
ＣＯＯＰ 麦茶（液体）
国産麦
アサヒ飲料株式会社
2018.10.8賞味期限
2018年8月20日
検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
タングロン昆布エキス飲料
北海道
芦別町 日本酵素産業㈱
2018.7.20賞味期限
2018年7月5日
検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
COOP応援食くるみ焼ﾄﾞｰﾅｯﾂ 長野県
長野県 ㈱北川製菓
2019.1.31賞味期限
2018年8月7日
検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
COOPきらず揚げ かりんとう 愛知県
高浜市 ㈱井桁屋製菓
2018.6.16賞味期限
2018年8月8日
検出せず（＜5） 検出せず（＜4）
COOPﾁｰｽﾞ入り焼きドーナッツ 長野県
鶏卵・小麦 宮田村 ㈱北川製菓
2018.7.21賞味期限
2018年8月6日
検出せず（＜4） 検出せず（＜5）
カレールー 小麦粉・香辛料
神奈川県
鎌倉市 ㈱エム・トｳ・エム
2019.2.21賞味期限
2018年6月6日
検出せず（＜1） 検出せず（＜1）
※「検出せず」は、測定下限値未満。（）内の数値は測定下限値（検出できる最小の値）で、個々の品々の密度・重量・測定時間によって変動します。

